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ごあいさつ

第 12回日本医学脱毛学会総会

大会長 若松信吾

このたび第12回日本医学脱毛学会総会を開催することとなりました。

本会は永久脱毛に関与する医療従事者が脱毛技術に関して研績をし、信頼のあ

る技術知識を高め、ひいては国民の健康の増進に寄与することを目的としてい

ます。これまでも日本全国における講習会の開催、学術誌の発行などによって

脱毛術の普及に努めてまいりました。

今回は昨年に引き続き、再びレーザー脱毛を取り上げシンポジウムを行う事

といたしました。昨年の当会で開催したレーザー脱毛シンポジウムはその後世

間一般では大変なブームを巻き起こし、学会事務または脱毛協会には多数の問

い合わせが寄せられ的確な対応が期待されました。レーザー脱毛法が本当に永

久脱毛法であるかどうか、ヒトによって文は部位によって脱毛効果に相違があ

るのか、脂腺，汗腺，コラーゲン組織など、皮膚附属器に強い悪影響がでない

のかなど、いまだわれわれ検討委員の聞でも結論が出ず、経験を積み重ねてい

る最中であるというのが本当のところです。

今年は昨年に引き続き、圏内と海外からの研究者に最近の治験と経験を講演

いただきます。率直で遠慮のない活発な意見交換をお願いいたします。

本学会は日本における脱毛に関する学術研究上のリーダーであり、モラル上

の問題をも含めて一般の規範ともなっております。学会員一同更に研績をつみ

国民の福祉に貢献されますことを祈ります。
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日本医学脱毛学会(平成5年 1月31日改名)

学会会場

東京羽田

東京羽田

東京羽田

東京津田トル

東京羽田

未定

第 8回(第 1田中央研究会)平成 6年

第 9回(第2回中央研究会)平成 7年

第 10回(第3田中央研究会)平成 8年

第 11回(第4田中央研究会)平成 9年

第 12回(第5回中央研究会)平成10年

次 回(第6田中央研究会)平成 11年

日本医学脱毛学会役員

信吾
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松

松

松
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理事長若松信吾

会長若松信吾

機関誌編集委員会委員長

治験委員会委員長

認定委員会委員長 水谷智子

塩谷満寿美

石川修一

小林敏男

野田宏子

宏子野田

副委員長

認定委員

副委員長

副委員長

副委員長

副理事

水谷智子

東久志夫

小林敏男

鈴木 弓

若松信吾

高橋逸夫

教育委員会委員長

地方会委員会委員長

指導施設委員会委員長

会員委員会委員長

事務局理事

監事

日本医学脱毛学会事務局

干116 東京都荒川区西尾久2-1-10

TEL・蹴 03-3810-1512 

日本医学脱毛学会事務局・研修管理部

〒260 千葉県千葉市中央区新町3-3 辰巳ピル(ちば美容形成外科クリニック内)

旭043-247-2416 蹴043-241-7114

(東京女子医大附属第二病院形成外科内)
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参加御案内

1.参加ご希望の方は、出来るだけ1月30日までにFAXで日本医学脱毛学会事務局

までお申し込みください。

2.受付は当日でも可能です。 9:30より会場にて行います。

3.参加登録料および懇親会費

会員 1)当日会費納入の場合

2)懇親会費の参加費用

非会員 1)当日受付のみ(懇親会費含む)

4.参加申し込みおよび問い合わせ先

日本医学脱毛学会事務局

〒116 東京都荒川区西尾久2-1-10
東京女子医大附属第二病院形成外科内

12，000円

5， 000円

30， 000円

TEL • FAX 03-3810-1512 

5.振込先

三和銀行三河島支庖

普通預金 3694951 

第12回日本医学脱毛学会大会長若松信吾

6.寄付、器械展示、チラシ等の申込みは日本医学脱毛学会事務局までFAXで
お問い合わせください。

発表者および、質問者へのご案内

1.演題発表時間

一般演題の発表時間は5""8分間、質疑応答は2""4分間、持ち時間は 10分間と

します。

2.スライド

①スライドは二面併写も可能です。枚数に制限はしませんが後方の方からも読め

るようなスライドと映写時間をお願いします。

また、説明はスライドを必ず用意し、聞いている人にわかりやすくお願いしま
す。

②スライド進行は口頭で指示して下さい。

3.質問者

質問・討論をされる方はマイクの前で待機し、座長の指示に従って所属・氏名を告

げてから、要点を簡潔にお願いいたします。

円。



関連会議の御案内

1)総会

日 時:平成 10年2月 12日(木) 11:00"""'12:00 
出席資格:正会員および準会員(但し、準会員は発言権はありません。)

※軽食の御用意をいたします。

2) 教育委員会

日 時:平成 10年2月 12日(木)11:00"""'12:00

場 所:ギャラクシーホールC

※軽食の御用意をいたします。

関連行事のご案内

1) 懇親会

日 時:平成 10年2月 12日(木) 16:00"""'18:00 
場 所:ギャラクシーホールC

2) 器械展示

日 時:平成 10年2月 12日(木) 10:00"""'18:00 
場 所:シリウス
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プログラム

010:00.......10:05 開会式

010:05"'11:00 一般演題 座長 鈴木弓

1)脱毛における痔痛とその背景(第2報)

四本皮膚科クリニック

2)肢禽において、永久脱毛に時間を要した症例の検討

横浜ペイクリニック

3)当クリニックにおける初回一時間脱毛について

ちぱ美容形成外科クリニック

南睦代他

木下友恵他

国所民子他

4) 脱毛術トラブルとその対策

四本皮膚科クリニック 永吉利子他

5)毛の再生についての臨床研究

浜松ヒフ外科クリニック 小林敏男

011:00"'11:40 総会・教育委員会 ※軽食の御用意をいたします。

011 :40"'12: 20 シンポジウム 1 座長 川口英聞

東久志夫

1 ) r長パルスルビー，長パルスアレキサンドライトおよび

Qスイッチヤグレーザーによる脱毛の鼠みJ

城北病院

2) rレーザー脱毛の臨床過程一長期FollowUpについて」

ちば美容形成外科クリニック

3) r脱毛用各種レーザーによる組織学的変化J

徳島皮フ科クリニック

鈴木晴恵

野田宏子

玉田伸二

012:20"'13:20 シンポジウム 2 司会 玉田伸二

若松信吾

「米国におけるレーザー脱毛の現状j

Long Pulse(20ms) AleJ匂ndrlteLazerによる脱毛から

Robert M Adrlan， M. D.， FACS 
Assistant Cllnical Professor， Georgetowτ1 Univ. 

Horace Furumoto， Phd. 

President， Cynosure， Inc. 

013:20"'14:50 シンポジウム 3
「光(レーザー)脱毛の現状J Epilightを使用しての脱毛研究から

Dr. David Goldberg 
Dr. Shimon Eckhouse 

Dr. Nell Sadick 

014:50"'16:00 パネルディスカッション

「レーザー脱毛は永久脱毛たりうるか」 全講演者による

司会 若松信吾

016:00"'18:00 懇親会
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τ'he 12th Congress of Japan Society of Hair Surgery & Medicine 

Dg日 andProgram Feb.12出.1998

010:00 Opening 
010:00-11:00 Free Paper Moderator: Yumi Suzuki，M.D. 

1. The background of pain s∞thing during epilation proぽ dur・'e.

Mutsuyo Minami，R.N. et al. Yotsumoto Dermatology Clinic 

2.τbe time needed for axillary epilaUα1. 
τ'omoe Kinoshita，R.N. et al. Yokohama Bay Clinic 

3.0問 -Hour..:百 st-Rideepilation in our Clinic. 

τ加 likoτ'adokoro，R.N. et al. Chiba Aesthetic Surgery Clinic 

4.官。ublesh∞ting after epilation. 
Toshlko Nagayoshi，R.N. et al. Yotsumoto Dermatology C勘lic

5. Clinlcal aspect of halr regeneration 
Toshio Kobayashi，M.D. Hamamatsu skin surgery c勘叫C

011:00-11:40 Buslness Meeting (Snacks wili be pro内rided)
011 :40-12:20 Symposium 1 (Laser Epilation and Its Sequellae) 

Moderators: Hldeakl Kawaguchi，M.D.， Kushio Hlgashi，M.D. 

1. Laser Epilation by Long Pulse-Ruby， Alexandrite and Q-switched Yag La.ser. 

Harue Suzuki，M.D. Johoku Hospita1， 1かoto

2. Clinical Manifestations of Laser Epllation-Longτ冶rmFoliow Up. 

Hiroko Noda，M.D. Chiba Aesthetic Surgery Clinic. 
3. Comp白羽目veHlstopathol勾 icalFlndings by Varlous Laser Epilations. 

Shl吋iτ加nada，M.D. Tokushlma Dermatology Clinic. 
012:20-13:20 Symposlum 2 (Laser Epllation) 

Moderators: Shl吋i世田nada，M.D.，Shingo W品目白la脂u，M.D.

1. Ro民社M.Adrlan，M.D. F.A.C.S. Asslst. Clinical Prof. Geor宮etownUniv. 

2. Horace Furumoto，Ph.D. Presldent， Cynosure， Inc. 
013:20-14:50 Symposlum 3 (Photo-でpilation)

Moderators: Sh凶iτ冶mada，M.D.，Shingo W剖E出natsu，M.D.

1. Dr. David Goldberg 
2. Dr. Shimon Eckhou配 P陀 sident，ESC， Inc. 
3. Dr. Neil Sadlck 

014:50-16:00 Panel Dlscussion (How Could La.ser(Photo) Epilation 民
utilized?) 

Moderator: Shingo W叫camatsu，M.D.

With All the Sympo由民でsentersand Q&A. 

We have to surrender this meeting r，∞m for another usage on 16:00 sharp 
and have to move to the party Ii∞mnextdα)r. 

016:00-18:00 Welcome party. 

16:00-17:00 Cocktail and Snacks， dlscusslon at the exhibition r，∞m. 

17:00-18:00 Welcome陀 marksand music. 
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抄録集





一般演題 座長鈴木 弓

1)脱毛における痔痛とその背景(第2報)

四本皮膚科クリニック O南 睦代永吉利子

宮園久美子

電気脱毛時に生じる痛みの訴えは個人差が激しい。前回は期甫とその背景と考えら

れるストレス、月経、睡眠との関連性についてアンケート調査をもとに考察した。

今回はその中でも経過観察の出来た症例についてさらに他覚的に検討してみたので

ここに報告する。

2)肢簡において、永久脱毛に時間を要した症例の検討

横浜ベイクリニック 0木下友恵歌川明美

白崎美紀子楠本多美

川上浩子加藤三起子

当院においては、肢寵の脱毛料金のストップ制度を導入している。上限の料金を設

定してそれ以上の脱毛料金を請求しない制度である。しかし開院以来 12名の患者

がとの上限の料金を超えている。その理由を探る為に、それらの症例を検討したの

で報告する。
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3)当クリニックにおける初回一時間脱毛について
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外成形容美ばち

当クリニックでは、狙自のシステムとして、初回脱毛時に一時間脱毛を実施していま

す。実施する部位は、下腿、大腿、前腕です。テスト脱毛の重要性を含みながら、患

者さんとのコミニュケーションをとるために、不安になっている事や、疑問に思って

いることを聞いて説明しています。 2回目からの脱毛が少しでもスムーズにいくよう

に準備ができるとても良い方法だと思っていますので、今回はその有効性などをまと

めましたのでご報告いたします。

4)脱毛術トラブルとその対策

四本皮膚科クリニック O永吉利子宮園久美子

南 睦代

当医院では2年前に『より良い脱毛カルテ』を目指してカルテの見直しを行った。

今回、 トラブル予防としてのカルテの活用について述べる。
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5)毛の再生についての臨床研究

浜松ヒフ外科クリニック 小林敏男

永久脱毛するためには毛の再生源を明かにすることが大切である。演者は脱毛用の

絶縁針の長さを変えて脱毛実験を試みた。今回、その結果を報告する。

5) Cl inical rescarch for hai r 
Regenerat ion 

Hamamatsu Clinic 
Toshio Kobayashi， M. D. 

Pennanent halr remova1 has， in陀 centyl伺.rs，民∞mea prlmary interest in 
the ∞mmunity of dermatologists and plastlc su昭eons.τheauthor has 
been 1宅配archingand developlng insulated needles for thermo]ysls epllatlon 
for more than旬nyears. 
In order ωachleve permanent halr remova1，血esour句 ofh剖rregeneratlon 
must be determind. Recent experlements by the author has led to the ∞n-
cluslon that even without the pre配 nceof the lower folllcle (includlng the 
matIixand出ederma1 paplllae) halr regrowth ls posslble， but not 
assu陀 dln a1l句史s.in other words， the田 experlmentssuggest that halr 
regeneratlon cannot田，lelybe exp均卸edby ∞nventlona1 出eory.Pre偲 ntly，
the author ls白cperlmenttngwith varylng types of insulated needles in an 
attempt to investlgate whlch part of the halr folllcle ls predoIl由国ntly
responslble for halr regeneratlon. 
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SYMPOSIUMl 

昭

夫醤
長座

1 ) 長パルスルビー、長パルスアレキサンドライトおよび

Qスイッチヤグレーザーによる脱毛の試み

城北病院 鈴木晴恵西田育子

山本可菜子藤田佳津美

ルビー、アレキサンドライト、ヤグの各レーザー装置を用い顔面、四肢、体幹、肢

および母斑上の毛の脱毛を試みた。最長16ヶ月間経過観察をした。毛の再生率を照

射方法と照射条件、照射部位別に検討した。

1) Laser Epilation by Long Pulse-Ruby， A1exandrite and 

Q-switched YAG Laser. 
Harue Suzuki，M.D. 

Johoku Hospita1， Kyoto 

Face， extremities， axi11a， trunk were epi1ated by long pu1se-ruby， 

alexandrite and Q-switched YAG Laser.τ'he longest follow up 

time is sixteen months. The regrowth rates of hair were 

compared by the different irradiation methods， different 

parameters and treated sites. 
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SYMPOSIUM 1 

2) rレーザー脱毛の臨床過程一長期FollowUpについてJ

ちば美容形成外科クリニック 野田宏子

パルス巾20msのアレキサンドライトレーザーによる日本人の脱毛症例を供覧す

る。日本に入ってきて聞もないため長いfollowはなく治療途中のものばかりである。

長い期間で7ヶ月、試行錯誤を行った過程も含めて、レーザー脱毛が期待出来るの

か答えを出したい。

2 ) Clinia1 Manifestations of Laser Epi1ation-Long Term Follow 
Up. 

四rokoNoda，M.D. 
Chl凶 AestheticSurgery Clinic. 

Clinia1 resu1ts of epi1ation by long pu1se alo回ndritelaser(20ms) 
wlll be shown. 

Slnce the laser has been introduced into Japan very recently， my 
longest follow up term Is senven months. Patients wlll be shown 
with the resu1ts of my personal experiences of trials and errors. 
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SYMPOSIUM 1 

3) 脱毛用各種レーザーによる組織学的変化

徳島皮フ科クリニック

城北病院

浜松ヒフ外科クリニック

東京女子医大附属第二病院形成外科

玉田伸二

鈴木晴恵

小林敏男

若松信吾

脱毛用レーザー装置のいくつかが存在する。我々は、アレキサンドライトレーザー

をはじめとする各種脱毛用レーザーによる組織学的変化を検討し、興味深い知見が

得られたので報告する。

3 ) Histological Changes Caused by some Lasers Treatments 

T生咽宜mαfnlcofDE盟国はgyarrlS1也1旬開Y

Shinj i Tamada， M n 
m吋法)l'}of F1aSic Surgery， Jolnku Hα剥凶

H a r u e S u z u k i， M. D. 

E面白羽rna阻1CHnic 
To s h i 0 Ko b a y a s h i， M. D. 

TdtyoMn目指地対凶α企陵町制比剤凶

Profe:町ofぬsticsand及拡玄前1副主veStn8Eョy

S h i n g 0 Wa k am a t s u， M. D. 

τhere are some Leser treatments for hair removal. We would like to 
show the histologocal Change caused by Alexandrite Laser and some other 
l..a.ser Treatments. 
One treatment of Alexandrite Laser cau配 thedestruction of the upper 

pa此 andthe lower part of anagen hair foliicle. 
官官 isthmswas destructhed. However， the so-called buldge was 

pre配 rved.
τhe 凶 dpa此 ofthe hair foliicle was destroved fi∞剖]y.
τhe foliiculae bulb was destroyed complete]y.τhe foliicilar papilla 

showed the edematous degenaration. 
百lehair schaft was twisted and escaped into the surrounding dermis. 
If the bUilge theory w出 amyth， these histological findings shows the 

po回lb血tyof the permanent hair removal by Alexandrlte La詑rtreatment. 
Other Lasers Showed the fi侃aland mild destruction or no histological 

cha昭 e.
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協賛社名

ESC Medical Systems Ltd. 
カキヌマメデイカル株式会社

株式会社ジェイメック

日本赤外線工業株式会社

HOYAコンテニュアム株式会社

以上平成10年 1月14日現在



第12回日本医学脱毛学会総会

第 5回中央研究会事務局

THE 12TH CONGRESS OF JAPAN SOCIE1Y 
OF I-WR SURGERY & MEDICINE 

東京女子医大附属第二病院形成外科

干116 東京都荒川区西尾久2-1-10
TEL • FAX 03-3810-1512 
会長若松信吾



〈ベイヲリッジ〉

。交通の御案内 。

首都高速11号台渇線
〈レインボーブリッジ〉

首都高鍋嶋 同 塑竺土

国遁357号


